
 

説明会  個別説明会は随時開催しますので、お気軽にお問い合わせください。 

     雇用保険受給資格者の方が説明会に参加した場合、求職活動の実績にカウントすることが 

     できます。（希望者には説明会参加証明書を発行しますので、お申し出ください。） 

受講を申込むには、複数回ハローワークに行く必要がありますので、お早めにお申し込み下さい。 

また、説明会に参加ができない方にもお電話でご案内説明等をさせて頂いておりますので、 

お気軽に 052-211-9839 までおかけください。 

訓練対象者の条件  特になし 

訓練目標 社会人としての一般知識及びパソコン操作技術を身につけ、食に関する分野において幅広い知識をもと

に商品企画や商品提案のアドバイスができる基本的スキルを身につける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

求職者支援訓練 実践コース（その他の分野） 訓練番号 5-04-23-002-20-0036 

令和 4 年 8 月 23 日開講 
 
募集期間  令和 4 年 6 月 28 日～7 月 26 日         
 

※訓練期間中は、ノートパソコンを無料で貸し出しますので、自宅に持ち帰ってパソコン

の授業の予習や復習をすることができます。 
 
選考日時 令和 4 年 8 月 3（水）10 時から（時間については、申込時にお知らせします） 
 
選考内容・持ち物 個別面接試験のみ（普段着でかまいません）・持ち物は特にありません  
 

Vesta（ヴェスタ）文岡ビル 2C 

鶴舞駅 2 番出口から徒歩４分 

 

受講料無料 

受講申込書提出先・入所選考場所・訓練場所 

   Vesta（ヴェスタ） 

〒460-0012 

名古屋市中区千代田 5-20-10 文岡ビル 2C 

TEL 052-211-9839 （担当 あまいけ） 

http://www.vesta.nagoya   

E-mail: info@cadforum.co.jp 

受講申込書は、ご持参又はご郵送ください。 

（郵送の場合は事前に電話連絡をして下さい） 

駐車場はありません 

訓練修了後に取得できる資格（任意受験） 

食生活アドバイザー検定 2 級 

 MOS2016（Word・Excel・PowerPoint） 

 コーヒーインストラクター3 級 

 

地下鉄鶴舞駅 
2 番出口 

🚇 
 

  日本福祉 

大学名古屋 

キャンパス 

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 
 鶴舞店 

鶴舞公園 
鶴舞 
交差点 

三菱UFJ銀行 

名大病院 
名大病院 
西交差点 
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 訓練内容 

 

 

✔

訓
練
内
容

訓練概要
パソコン操作技術を身につけるとともに、「食」の「開発、演出、運営」を総合的にコーディネートして、商品の企画・開発や提案、食空間の演出、飲食小売業の運営等に関するアドバイスができる「食生活

アドバイザー」としての基本的なスキルを学ぶ。

科目 科目の内容

18時間

訓練時間

学

科

安全衛生 食中毒の原因及び予防方法、食品衛生法に関する知識 12時間

栄養と食品学 食品学、栄養、社会生活、食文化、食マーケット 60時間

就職支援 職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導

実

技

接客応対演習 挨拶・笑顔・お辞儀・言葉遣いの基本動作、待機・アプローチ・ニーズ把握、売場案内、クレーム・トラブル対応 30時間

ビジネス文書作成演習 文書の共有管理、文字の書式設定、ページレイアウトの設定、図や画像の挿入、コメントの挿入、ビジネス文書（案内状・礼状）の作成 36時間

メニュープランニング実習 業態別、トレンド・嗜好別、コスト・カロリー計算に基づいたメニュープランニング、コーヒーのドリップとカッピング（テイスティング） 73時間

コスト・カロリー計算表作成演習
セルデータの作成、セル・ワークシートの書式設定、ワークシート・ブックの管理、ワークシートデータを利用したグラフの作成、コスト・カロ

リー計算表の作成
36時間

メニュー企画書作成・提案演習 画像・表・グラフ・アニメーションを用いたメニュー企画書の作成・提案 30時間

4時間

企業実習 実施しない 実施する ※実施する場合、カリキュラムは別途作成し、総時間のみ記入してください。

職場見学、職場体験、職業人講話
【職場見学】 喫茶店運営について　ﾌﾟﾛｽﾍﾟｰﾙ納屋橋店 3時間

【職業人講話】

302時間 学科 90時間 実技 205時間

商品企画事務員としての心構え　(有)オフィスパティ

企業実習 0時間 職場見学等 7時間訓練時間総合計

 選考結果通知日  令和 4 年 8 月 8 日（郵送しますので、8 月 9 日以降に届きます） 

訓練期間     令和 4 年 8 月 23 日～令和 4 年 11 月 22 日（3 か月 土日祝は休み、平日も一部休み） 

訓練時間     9：30～16：00（休憩含む）訓練日数 56 日 総訓練時間 302 時間 

定 員      15 名 

自己負担     テキスト代 2,310 円（税込）・職場見学先までの交通費は実費 

         受講料無料で、さらに一定要件を満たす方に職業訓練受講給付金が支給されます 

         詳しくは住所地を管轄するハローワークにお問合せください 

新型コロナウイルス マスク着用の周知徹底・手洗い場の石鹸の常備・入口等に消毒液設置・検温・座席間に 

感染防止対策   簡易パーテーション設置・こまめな換気に取組んでいます。 

受講手続きの流れ 受講申込には、複数回ハローワークに行く必要がありますので、お早めにお申し込み下さい 

 

1.求職申込 2.受講申込 
3.受講申込
書類の提出 

4.選考 
5.就職支援

計画 
6.訓練受講 

住所地を管轄するハ

ローワークで求職申

込を行い、職業相談

を受けてください。 

 

ハローワークで受講申込書

を交付してもらい、必要事項

を記入した上で、募集期間内

にハローワークで受講申込

手続きを行ってください。 

 

ハローワークで受け付

けてもらった受講申込

書を当校に持参または

郵送で提出してくださ

い。 

選考日に当校で面接を

受けてください。選考結

果は、選考結果通知日に

郵送で通知します。 

 

合格の通知を受けた方

は、ハローワークに選考

通知書を持参し、就職支

援計画書の交付を受けて

ください。 

訓練開始です。 

開講日には就職支援

計画書を持参してく

ださい。 

 

訓練実施機関名称  株式会社 オリーブ 

訓練実施施設名  Vesta（ヴェスタ）  052-211-9839（担当あまいけ） 

〒460-0012 名古屋市中区千代田 5-20-10 文岡ビル 2C 

※受講申込書は、ご郵送又はご持参ください。詳しくはお気軽にお問い合わせください。 

 



「パソコン＆食生活アドバイ
ザー養成科」の実習紹介です。
授業では実際にトレンド・嗜好
に合ったメニューの考案、コス
ト計算、カロリー計算をもとに
栄養価を考量したレシピ開発を
グループで行います。また、飲
食店の出店に関する具体的な計
画立案をグループで話し合い、
そこで必要な資料作成はワード、
エクセルで行います。作成した
資料をもとにパワーポイントを
使ってプレゼンするまでの流れ
を学ぶことができます。パソコ
ンの苦手な方もノートパソコン
を無料で貸出しておりますので
安心です。
また、コーヒーのティスティン
グもあります。

パソコン＆食生活アドバイザー
養成科講師の紹介です。
「就職支援」「接客応対演習」
はビジネスマナー講師、「安全
衛生」「食品と栄養」は食生活
アドバイザー認定講師他、「メ
ニュープランニング実習」は管
理栄養士、「コーヒーインスト
ラクト実習」は、店舗開発実務
経験者、パソコンは、講師歴15
年以上の経験豊富な女性講師が
親切にわかりやすく講義します
ので、初心者の方でも安心して
参加できます。各分野ごとに専
門講師に学ぶことができ、就職
の悩みなど、いろんな相談に親
身にのってくれる講師達です。

求職者支援訓練

8
2022

Vesta （株式会社オリーブ）

コース名： パソコン＆
食生活アドバイザー養成科

講師紹介

POINT!

POINT!

実習風景



令和３年5月修了生

4か月間お世話になり、ありがと
うございました。パソコンが期
待以上でかなり濃い内容で良
かったです。門松先生（食生活
アドバイザー認定講師）のお陰
で食生活アドバイザー2級の資格
も取得することが出来ました。
飲食業界が復活するまで派遣の
仕事で頑張ります。

当校は、求職者支援訓練（旧基
金訓練）を平成21年8月に開始
いたしました。永年にわたり訓
練を実施してきましたので、安
心して訓練を受講していただけ
ます。
訓練実施場所は、便利な地下
鉄・JR鶴舞駅から徒歩4分の文
岡ビル2階となります。（鶴舞歯
科の看板が目印です）
JR中央線沿線、名鉄犬山線沿線、
地下鉄鶴舞線沿線の方は特に便
利です。

求職者支援訓練

8
2022

施設紹介

POINT!

POINT!

修了生の声

コース名： パソコン＆
食生活アドバイザー養成科

Vesta （株式会社オリーブ）




